
○高齢者に関する相談  

相談内容 相談窓口 相談受付時間 備  考 

介護予防、保健・医
療・福祉等の相談、
成年後見などの高
齢者の権利擁護に
関する相談 

各地域包括支援センター 
（P19～20） 

※各施設に要確認 
 

高齢者が抱える各
種の心配ごと、悩
みに関する相談 

熊本県高齢者総合相談センター
（シルバー１１０番） 
（(一財)熊本さわやか長寿財団） 

096-325-8080 

所在地：熊本市中央区南千反畑町 3-7  

県総合福祉センター内 

月～金 9：00～16：00 
(祝日、振替休日、年末年始を除く) 

H27.4.1から休止
中 

認知症に関する相
談 

認知症ほっとコール 
（熊本県認知症対策・地域ケア推進課） 

096-355-1755 

水曜以外の毎日（土日祝日を含
む） 9：00～18：00 

 

認知症、、知的障
がい、精神障がい
などにより判断能
力が低下している
方の日常生活の相
談 

地域福祉権利擁護センター 
（（社福）熊本県社会福祉協議会） 

096-324-5474 

所在地：熊本市中央区南千反畑町 3-7 

県総合福祉センター内 

月～金 8：30～17：15 
（祝日、年末年始を除く） 

 

求職に関する相談 熊本県高齢者無料職業紹介所 
（（一財）熊本さわやか長寿財団） 
096-353-2322 

所在地：熊本市中央区南千反畑町 3-7 

県総合福祉センター内 

月～金 9：00～16：00 
(祝日、振替休日、年末年始を除く) 

 

就職・就業に関す
る相談 

（公社）熊本県シルバー人材センタ
ー連合会 
096-312-3310 

所在地：熊本市中央区南千反畑町 3-7 

県総合福祉センター3F 

月～金 8：30～17：15 
（祝日、年末年始を除く） 
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○地域包括支援センター一覧 

名   称 住  所 電話番号 

熊本市高齢者支援センターささえりあ熊本中央 熊本市中央区新町4-1-26 096-319-0222 

熊本市高齢者支援センターささえりあ本荘 熊本市中央区本荘4-1-3 096-221-3242 

熊本市高齢者支援センターささえりあ浄行寺 熊本市中央区薬園町2-1 096-243-2233 

熊本市高齢者支援センターささえりあ白川 熊本市中央区九品寺1-2-23MCﾋﾞﾙ1階 096-211-6011 

熊本市高齢者支援センターささえりあ水前寺 熊本市中央区出水1-4-7 096-362-0065 

熊本市高齢者支援センターささえりあ帯山 熊本市中央区保田窪1-1-33第2大田ﾋﾞﾙ1階 096-241-0230 

熊本市高齢者支援センターささえりあ尾ノ上 熊本市東区尾ノ上1-12-8ﾗﾌｫｰﾚ19番館101 096-331-6355 

熊本市高齢者支援センターささえりあ保田窪 熊本市東区保田窪本町10-114ｸﾞﾗﾝﾌｨｰﾈ保田窪1F 096-387-8201 

熊本市高齢者支援センターささえりあ託麻 熊本市東区戸島2-3-15 096-380-7078 

熊本市高齢者支援センターささえりあ江津湖 熊本市東区新生2-2-10 096-214-6888 

熊本市高齢者支援センターささえりあ桜木・秋津 熊本市東区東野1-5-1ﾊﾀﾉﾋﾞﾙ1F 096-360-5550 

熊本市高齢者支援センターささえりあ三和 熊本市西区城山下代4-10-16B号室 096-329-6743 

熊本市高齢者支援センターささえりあ井芹 熊本市西区島崎2-11-13 096-311-5311 

熊本市高齢者支援センターささえりあ花陵 熊本市西区春日6-19-2ﾏｰﾌﾞﾙ春日1F 096-247-6030 

熊本市高齢者支援センターささえりあ金峰 熊本市西区河内町野出1948-1 096-277-2588 

熊本市高齢者支援センターささえりあ熊本西 熊本市西区小島8-9-13 096-329-2016 

熊本市高齢者支援センターささえりあ富合 熊本市南区富合町廻江599-4 096-358-5556 

熊本市高齢者支援センターささえりあ平成 熊本市南区江越1-17-12 096-353-7277 

熊本市高齢者支援センターささえりあ熊本南 熊本市南区南高江6-8-26 096-358-7222 

熊本市高齢者支援センターささえりあ飽田 熊本市南区会富町1120 096-227-1695 

熊本市高齢者支援センターささえりあ天明 熊本市南区銭塘町396-1 096-223-2660 

熊本市高齢者支援センターささえりあ火の君 熊本市南区城南町宮地1050 0964-28-1131 

熊本市高齢者支援センターささえりあ植木 熊本市北区植木町舞尾620 096-272-6914 

熊本市高齢者支援センターささえりあ北部 熊本市北区西梶尾町450-4  1F 096-275-6355 

熊本市高齢者支援センターささえりあ清水･高平 熊本市北区山室6-7-15 096-343-0170 

熊本市高齢者支援センターささえりあ新地 熊本市北区清水新地2-19-24 096-288-4800 

熊本市高齢者支援センターささえりあ武蔵塚 熊本市北区武蔵ヶ丘1-9-1  1階 096-339-8130 

八代市地域包括支援センターみなみ 八代市日奈久塩南町146-7 0965-38-3373 

八代市地域包括支援センターくまがわ 八代市植柳上町683-1 0965-35-1111 

八代市地域包括支援センターとまと 八代市郡築一番町180-1 0965-37-3337 

八代市地域包括支援センターゆうりん 八代市古閑浜町3401 0965-33-9880 

八代市地域包括支援センターあさひ園 八代市上日置町2345 0965-30-8071 

八代市地域包括支援センター安寿の里 八代市鏡町両出880-1 0965-53-2601 

人吉市地域包括支援センター 人吉市麓町16 0966-22-2111 

荒尾市地域包括支援センター 荒尾市増永632 0968-63-1177 

水俣市地域包括支援センターもやい 水俣市牧ノ内3-1 水俣市総合もやい直しセンターもやい館 0966-62-3030 

玉名市包括支援センター 玉名市岩崎88-4 0968-71-0285 
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名   称 住  所 電話番号 

天草東地域包括支援センターあじさい 天草市栖本町馬場 3682-1 0969-66-2266 

天草牛深地域包括支援センターすいせん 天草市牛深町 2286-103 0969-72-1133 

天草西地域包括支援センターさざんか 天草市河浦町白木河内 223-12 0969-76-1611 

天草南地域包括支援センターうぐいす 天草市亀場町食場 854-1 0969-24-4115 

天草北地域包括支援センターきずな 天草市五和町御領 9133 0969-32-2115 

天草中央地域包括支援センターなでしこ 天草市今釜新町 3661 0969-66-9300 

山鹿市地域包括支援センター 山鹿市中 578 0968-43-1077 

菊池市地域包括支援センター 菊池市隈府 888 0968-25-7216 

宇土市地域包括支援センター 宇土市南段原町 161-2 0964-24-1555 

上天草市地域包括支援センター 上天草市松島町合津 7915-1 0969-28-3360 

宇城市地域包括支援センター 宇城市不知火町高良 2273-1 0964-25-2015 

阿蘇市地域包括支援センター 阿蘇市内牧 976-2 0967-32-5122 

こうし高齢者相談ｾﾝﾀｰ(合志市地域包括支援ｾﾝﾀｰ） 合志市御代志 1661-1 096-242-1124 

美里町地域包括支援センター 下益城郡美里町永富 1510 0964-47-7005 

玉東町地域包括支援センター 玉名郡玉東町木葉 372 0968-85-6242 

和水町地域包括支援センター 玉名郡和水町江田 3886 0968-86-5724 

南関町地域包括支援センター 玉名郡南関町小原 1857 0968-69-9760 

長洲町地域包括支援センター 玉名郡長洲町長洲 2766 0968-78-3114 

大津町地域包括支援センター 菊池郡大津町大字大津 1233 096-292-0770 

菊陽町地域包括支援センター 菊池郡菊陽町大字久保田 2800 096-232-2366 

南小国町地域包括支援センター 阿蘇郡南小国町赤馬場 3388-1 0967-42-1501 

小国町地域包括支援センター 阿蘇郡小国町大字宮原 1567-1 0967-46-2116 

産山村地域包括支援センター 阿蘇郡産山村山鹿 488-3 0967-25-2212 

高森町地域包括支援センター 阿蘇郡高森町高森 2168 0967-62-1111 

南阿蘇村地域包括支援センター 阿蘇郡南阿蘇村大字吉田 1495 0967-62-8222 

西原村地域包括支援センター 阿蘇郡西原村大字小森 3259 096-279-3111 

御船町地域包括支援センター 上益城郡御船町大字御船 995-1 096-282-2911 

嘉島町地域包括支援センター 上益城郡嘉島町上島 551 096-237-2981 

益城町地域包括支援センター 上益城郡益城町宮園 709 096-214-5566 

甲佐町地域包括支援センター 上益城郡甲佐町大字豊内 619 096-235-8711 

山都町地域包括支援センター 上益城郡山都町千滝 232 0967-72-4011 

氷川町地域包括支援センター 八代郡氷川町島地 419-2 0965-52-5335 

芦北町地域包括支援センター 葦北郡芦北町湯浦 1439-1 0966-86-2270 

津奈木町地域包括支援センター 葦北郡津奈木町岩城 1520 0966-78-4070 

錦町地域包括支援センター 球磨郡錦町一武 1587 0966-38-1113 

あさぎり町地域包括支援センター 球磨郡あさぎり町免田東 1199 0966-45-7231 

上球磨地域包括支援センター 球磨郡多良木町多良木 4210 0966-42-6006 

相良村地域包括支援センター 球磨郡相良村深水 2500-1 0966-35-1144 

五木村地域包括支援センター 球磨郡五木村甲 2672-7 0966-37-2214 

山江村地域包括支援センター 球磨郡山江村大字山田甲 1373-1 0966-23-2232 

球磨村地域包括支援センター 球磨郡球磨村渡丙 1730 0966-32-1112 

苓北町地域包括支援センター 天草郡苓北町志岐 660 0969-35-1289 

 


